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東日本大震災及び熊本地震により、亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された皆様には心からお見舞い
申し上げます。　一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
東日本大震災の被災に係る各種行政手続、今後の暮らしや事業の悩みなど、電話による無料相談を実施しています。
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会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

会員の皆様を始め、各都道府県行政書士会や
国民の皆様に対してお伝えしたいことを
順次掲載してまいります。

遠田和夫
の

眼一歩先を考えた
　　　　　組織運営を
一歩先を考えた
　　　　　組織運営を
一歩先を考えた
　　　　　組織運営を

　日行連の会長に選任していただいて以来、私はこの『遠田和夫の眼』を綴ることで、会長としての様々な

思いを皆様に向けて発信し続けてまいりました。振り返ってみますと最初にこのタイトルで記事を掲載した

のは平成２７年１２月号でした。その後、回を重ねて今回が１８回目の掲載となります。気が付けばこれまでたく

さんの思いをここで述べさせていただいた訳ですが、その分たくさんの時間も過ぎていったのだなと、改め

て時の移ろいの速さに驚かされています。これまでたくさんの組織運営に係る思いや行政書士制度の将来に

対する思いを綴ってまいりましたが、果たして会員の皆様それぞれに希望を持っていただける話ができただ

ろうかという思いもあります。今年はこの『遠田和夫の眼』による情報発信を一歩進めることとし、２か月

に１回のペースで掲載できるようにしたいと考えています。そして、これに加え、日々私を支え日行連の運

営に奮闘していただいている日行連の各副会長にも、毎回テーマを決めて記事の執筆をお願いしたいと思っ

ています。私とはまた違う立場、違った視点からの日行連の情報をお届けすることで、皆様に行政書士制度

と日行連の将来を具体的にイメージしていただき、期待を持って日々の職務に励んでいただけるよう努めて

まいります。

　さて、会員の皆様の思い、そして未来に対する願いや夢を具体的な形として作り上げていくためには、こ

の制度の統括団体である日行連が組織として進むべき方向性を具体的に指し示し、それに基づいて関係者が

一丸となっていくことが必要です。進むべき方向性は、まず会の中の各部門等で議論され、常任理事会で決

定し、理事会に諮られます。そして、理事会での承認、さらには総会で代議員の皆様の承認を得られた結果

として、すべての会員の皆様の前に示されます。これは決して会長１人での決断で成され得るものではあり

ませんし、組織であるからこそ皆で知恵を出し合い、険しいと思われる状況の中でも進路を見付け出し、明

確に示すことができるものだと考えています。

　会長としては、会員の皆様に示すに至ったこの進路を確実に歩むべく、必要となる様々な事業が効果的に

実行できるよう、指揮をしなければなりません。そして当然、副会長や常任理事、理事、監事といった役員

のすべてが、個人としてではなく、会員の皆様の思いを実現するための組織の事業執行役の一人として選ば

れ、全国各地の単位会から集まって来ているのですから、一緒に前を見て歩んでいかなければなりません。

私は会長として、役員一同、惑わず、脇見をせず、横道に逸れずに、団結してまっすぐ前に進むべく、組織

としての推進力をもっと高めていきたいと思っていますが、それを後押ししてくれるのは、紛れもなく会員

の皆様のお一人お一人なのです。他士業も含めどの団体組織も盤石と言い切ることができる体制を整えるこ

とはなかなか難しく、僅かばかりの前進すら大変なことも往々にしてあるものです。しかし、会員の皆様も

含め、全国の行政書士が結束し、組織としての信用をより一層高めていくことができれば、その推進力は数

倍、数十倍となり、夢はさらに大きく膨らんでいくことでしょう。 
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　私はよく、「泥棒を捕まえて縄を綯う」という言葉を使います。御承知のとおり、事が起きてから慌てて

準備を始めることの例えです。また、私たちの周りでは「予防法務」という言葉がよく使われます。将来に

おいて関係者間で紛争が生じないよう、先に法的観点からの精査や対応を十分に行い備えることだというこ

とは、こちらも皆様よく御存じの言葉だと思います。

　さて、私たちの組織に目をやると、これらの言葉に思い当たることがあります。何か重要なテーマが突き

付けられたとき、それに急いで取り組む必要が生じたときに、「担当する部会、委員会はありません」「対応

部門を作りたいけれど、事業計画化・予算化されていません」「さてどうしよう」と慌ててしまうようなこ

とです。あまりにこれが酷ければ、組織は進歩するどころか社会の中から取り残されてしまいます。会員の

皆様には、自分たちの明るい未来を語り、希望と夢を持ってもらいたい。それが私の一番の願いですので、

肝心な時に身動きがとれない、指をくわえてただ見ているだけの組織にはしたくありません。このようなこ

とを考えれば、急な事態にも即座に対応できるための組織基盤を構築し、人的、予算的にも余裕を持った状

態を作り上げておかなければならないと考えています。必然的に近い将来のこととして、会費の値上げの検

討は避けては通れない道だと思っていますし、これをやらなければ、日行連という組織の対応力は時代の進

捗に反比例して後退し、その結果として行政書士という資格制度そのものの将来も衰退していくことになる

でしょう。「遅きに失した」では困るのです。

　このようなことも含め、組織の内部においては、今このときに、一層活発に議論を行っていかなければな

らないテーマが山積しています。外部との関係を考慮しなければならないことも多々ありますが、あまりに

それを気にし過ぎてもいけません。現場の実情を、もっと率直に関係省庁や官公署に伝える時期に入って来

ていると感じています。

　社会状況は刻々と変化し、その度に私たちに対する国民の要請も様々な形に変化していきます。その要請

に応じるためには、法改正にしても各事業にしても、一つひとつ素早くかつ確実に成し遂げていかなければ

なりません。時は待ってくれないのです。しかし、これだけ時代が移ろい行く中でも２年毎の役員交代があ

ることは事実であり、承知はしていてもとても歯がゆい気持ちがあります。新役員が自ら事業を計画し執行

できるのは、改選がない年度のみです。そのような組織運営の仕組みにおいて、目先のことを優先せざるを

得ない場合もあるのでしょうが、それでも一歩先を考えて行動しなくてはならないのが現状であり、それが

組織というものだと思います。そのためにも、組織としての役割がどこにあるのかは、常に念頭に置いてお

く必要があります。行政書士の業務は地域差があることは御承知のとおりです。したがって、単位会で解決

できるものは単位会で解決すべきであると考えますし、その点を考えても、当然単位会は日行連と違う立ち

位置にあると言えるでしょう。

　日行連の立ち位置はどうでしょうか。制度のPRなども考えれば全国的なフォーラムやシンポジウムなど

のイベントの開催も時には必要ですが、日行連にはそれらより前に、理事会や総会の開催は勿論のこと、各

単位会から上がってくる制度全般に関する問題に対処することが極めて重要な役割として与えられているの

だと考えています。そして、その会長として私は、単位会を経由して届けられる会員からの思いを真摯に受

け止め、問題点の解決に向けて取り組むとともに、厳しい社会情勢の中で行政書士の未来を展望しつつ、国

民と行政書士は勿論、国自体に明るい未来を見いだせるように進める立場にいると受け止めています。国民、

省庁、議員の皆様方がなるほどと思える議論を展開し、人としてあるべき姿を行政書士会として国民に示せ

るよう、行政書士全体としての倫理、コンプライアンスにもしっかりと目を向けて、人々に愛される日行連

を目指したいと思います。
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　近年、超大型台風やゲ

リラ豪雨といった、これ

までに体験したことのな

いような異常気象が日本

で頻発するようになりま

した。

　その原因の一つである

と言われる地球温暖化により、世界各地でも気温が

過去最高を記録するような異常現象が発生し、経済

活動や私たちの生活に多大な影響を及ぼしています。

　またこの他にも、地球環境において、エネルギー

資源の減少、廃棄物問題、生物種の絶滅、酸性雨、

砂漠化、熱帯林の減少といった様々な問題もあり、

その深刻さは年々増しています。

　これらの問題は、私たち人類が生活の豊かさ（大

量生産、大量消費、大量廃棄）を追求してきたこと

により出現した、様々な「負の産物」と言われてい

ます。

　この地球規模の環境問題は、人類全体の問題とい

う共通認識がないと解決不可能なため、国内はもと

より世界的にも様々な取組が行われ、２０１６年１１月４

日には、２０２０年以降の温暖化対策の国際的な枠組み

である「パリ協定」が発効され、世界中で温室効果

ガスの削減活動が推進されています。

　日本でも地球環境問題の解決に向けて、行政は国

際協力の推進や環境関連法の整備などに取り組み、

企業においては環境配慮型の事業活動を推進して、

時代と共に様々な施策に取り組んできましたが、そ

の中でも行政書士業務にも関連のある３つのキーワ

ード「１．環境関連法／２．環境経営／３．環境会計」

について、解説いたします。 

 行政書士業務に関連する３つのキーワー行政書士業務に関連する３つのキーワードド 

１．環境関連法

　日本では、高度経済成長期に、事業活動により生

じた大気汚染や水質汚濁などにより、四大公害病

（四日市ぜんそく、水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病）

等が発生し、住民に甚大な被害を及ぼしました。

　また、経済成長に伴い大量生産、大量消費、大量

廃棄が進み、典型七公害（大気汚染、水質汚濁、土

壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）と呼ばれる

様々な公害問題も深刻化し、行政も公害対策の法規

制を強化する流れとなります。

　その頃の行政の主な対策は、工場等から排出され

る排ガスや排水等の排出量規制や、基準値を設定し

て遵守させる出口規制（エンドオブパイプ）が主体

となり、それを定めた各

種防止法が制定されまし

た。

　その取組の結果、行政

の監視強化と企業の努力

が実を結び、都市部や工

業地帯の大気や河川が次

第に元の美しさを取り戻すことができました。

　しかし、平成に入った頃から従来の局地的な「公

害問題」から、オゾン層の破壊による地球温暖化問

題や省資源、省エネルギーといった、地球規模のグ

ローバルな「地球環境問題」にシフトし、新たにフ

ロン破壊法や各種リサイクル法が誕生するきっかけ

となります。

　現在の環境関連法は、環境基本法を基に、従来か

らの公害対策関連、地球温暖化・エネルギー関連、

廃棄物処理関連、循環型社会関連、化学物質関連、

自然環境関連など多くの関連項目から構成されてい

ます。

環境分野と行政書環境分野と行政書士士

＜許認可業務部　建設・環境部門＞

● スペシャルリポート　許認可業務部　建設・環境部門
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● スペシャルリポート　許認可業務部　建設・環境部門

　この環境関連法は、それぞれが相互に関係している

ため複雑な体系となり、加えて地方自治体固有の環境

条例等も含めると大変理解し難い分野となっています。

　そのため、高度経済成長時代における日本の大企

業では、公害対策について安全環境室などの専任担

当者を公害防止管理者として配置し、専属的に取り

組んできましたが、現在では、企業の合理化等によ

り環境担当の人材が全体的に不足し、中小企業では

自社に該当する環境関連法を把握することすら困難

な状態にあります。

　その結果、各種届出や法規制値の遵守に関して潜

在的不安がある中小企業が多いのが現状で、この問

題は環境経営（環境マネジメント）に取り組む際に

も、大きな障害になっているのが現状です。

　よって、私たち行政書士は、顧問先企業に該当す

る環境関連法について、的確にアドバイスをしなが

ら許認可届出に関する支援を実施する必要性がある

といえます。 

２．環境経営（環境マネジメント）

　環境経営とは、事業活動

に伴い発生する環境への負

荷（資源・エネルギー使用

量・廃棄物排出量等）を削

減するとともに、環境に配

慮した製品やサービスを提

供する等の環境への取組を行うために、PDCAサイ

クルを回し、継続的改善を図る活動のことです。

Ｐ：Plan　　計画―自主的に環境への取組方針と具

体的目標を定める。

Ｄ：Do　　 実施―その目標を達成する組織体制を

整備し必要な取組を行う。

Ｃ：Check  確認―システムの運用状況や目標の達

成状況を把握・評価する。

Ａ：Action　改善―定期的にシステムを見直し、継

続的な改善を行う。

　この環境経営を実施するための仕組みとして、環

境省が２００４年にガイドラインを示した「エコアクシ

ョン２１」や国際規格である「ISO－１４００１」等、様々

なマネジメントシステムがありますが、中小企業で

◆主要な環境関連法の一覧
環境関連法（略称にて表記）関連項目

環境基本法／環境影響評価法／公害防止組織法／環境教育等による環境保全の
取組の促進に関する法律／環境情報提供促進法基本的事項

温対法／省エネ法／建築物省エネ法／再生可能エネルギー特措法／オゾン層保
護法／フロン排出・抑制法

地球温暖化・
エネルギー関連

大気汚染防止法／自動車NOx・PM法／オフロード法大気汚染関連
水質汚濁防止法／下水道法／湖沼水質保全特別措置法／瀬戸内海環境保全特別
措置法／海洋汚染防止法／浄化槽法／水道水源法／水道原水法／水道法／河川
法／海岸法／工業用水法／ビル用水法

水質汚濁関連

土壌汚染対策法／農用地土壌汚染防止法／農薬取締法／肥料取締法土壌汚染関連
騒音規制法／振動規制法／悪臭防止法騒音・振動・悪臭関連
廃棄物処理法／産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律／
バーゼル法／PCB処理特別措置法／放射性物質汚染対処特措法廃棄物処理関連

循環型社会形成推進基本法／資源有効利用促進法／容器包装リサイクル法／家
電リサイクル法／小型家電リサイクル法／建設リサイクル法／食品リサイクル
法／自動車リサイクル法／グリーン購入法

循環型社会関連

化審法／PRTR法／ダイオキシン類対策特別措置法／水銀環境汚染防止法／毒
劇法／食品衛生法／有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律／労働安
全衛生法／消防法／高圧ガス保安法／ビル管理法／放射性同位元素等による放
射線障害の防止に関する法律

化学物質・安全衛生関連

生物多様性基本法／自然環境保全法／自然公園法／鳥獣保護法／種の保存法／
水循環基本法／温泉法／森林法／クリーンウッド法自然環境・生物関連

工場立地法／都市計画法／都市公園法／都市緑地法／建築基準法／生産緑地法
／景観法／文化財保護法土地利用関連
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はその取組内容の容易さとコスト面から「エコアク

ション２１」を選択するケースが多いようです。

　中小企業でも容易に取り組める、「エコアクション

２１」の主な特徴と取得メリットは以下のとおりです。

◆「エコアクション２１」の主な特徴

①運用のフォーマットが用意されており、仕組み作

りで発生する手間とコストがあまり掛からない。

②４種類（二酸化炭素、廃棄物、水、化学物質）の

環境負荷項目を把握すれば申請が可能となる。

③環境活動レポートの作成及び公表をすることによ

り、取引先や業界からの信頼性が向上する。

④環境経営活動を、第三者がガイドラインに基づき

評価する認証・登録制度がある。

⑤専門家である審査人から、審査時にシステム改善

につながる有効なアドバイスがもらえる。 

　２０１７年１２月現在、「エコアクション２１」の認証取得

数は、建設業、製造業、産廃業を中心に、約７,８００社

あり、その数は年々増加傾向で、内訳としては比較

的小規模な企業（３０名以下）の取得が目立っていま

す。

　これからの企業経営は、規模の大小にかかわらず、

環境を考慮した活動が不可欠となるため、「エコア

クション２１」のような環境経営システムを推進して

いくことで、企業の社会的責任を果たすことにつな

がります。

　よって、私たち行政書士が比較的多く関与してい

る建設業、製造業、産廃業の顧問先に対し、環境経

営の重要性を積極的にアピールし、「エコアクショ

ン２１」の認証・登録に向けた支援が望まれます。 

３．環境会計

　環境会計とは、環境保全活動（環境経営）と経済

活動を連携させるための有効な会計ツールで、その

機能面から企業の内部管理（コスト削減）を目的と

する「内部環境会計」と、外部への情報開示を目的

とする「外部環境会計」の２種類に分類されます。

　「内部環境会計」とは、企業が内部管理のために

活用する会計手法であり、その目的により様々な手

法がありますが、マテリアルフローコスト会計

（MFCA）が代表的です。

　MFCAとは、環境負荷低減と原価低減の両立を実

現するために、製造プロセスにおけるマテリアル

（原材料）の流れを「物量単位」と「貨幣単位」で

測定し、廃棄物（ムダ）発生によるコスト（原材料、

加工費等）を重量比で数値化して、その削減を目的

とする会計手法であり業務改善にも活用されます。 

◆「エコアクション２１」の取得メリット
内　部　効　果外　部　効　果

・省エネルギー・分別・リサイクルによるコストの削減
・生産性・歩留りの向上
・PDCAサイクルによる経営の効率化
・環境汚染や事故によるリスクの未然防止
・コンプライアンス意識の向上

・取引先が要請する環境経営の対外的な証となる
・「環境活動レポート」による新規取引先の獲得
・多くの行政機関の入札においてポイント加点される
・産廃処理業の優良事業者の要件になる
・金融機関による特別低金利融資がある

◆ＭＦＣＡの概要図
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　「外部環境会計」とは、外部への情報開示を目的

とし、組織のステークホルダー（顧客や株主等の利

害関係者）に情報開示をするために大企業を中心に

作成され、CSR報告書等にて公表されています。

　主な内容は、省エネルギー活動や温暖化対策に投

じたコストと、それによって得られた効果を「物量

と金額」に換算して費用対効果を評価する会計手法

で、３つの要素「①環境保全コスト／②環境保全効

果／③環境保全対策に伴う経済効果」から構成され

ます。 

おわりに（行政書士の役割） おわりに（行政書士の役割） 

　私たち行政書士も社会の変化に対応した新たな業

務開拓が必要不可欠です。その新たな業務分野とし

て、環境分野は今後の社会情勢からも有望と考えら

れますが、専門的に取り組まれている行政書士の数

はあまり多くないのが現状です。

　前述の「３つのキーワード」に取り組むことによ

り、顧客企業と地球環境、そして行政書士事務所の

３方が栄える理想的な「３方よし」の効果が得られ、

社会的意義も大変高いといえます。 

　持続可能な社会とは、「将来の世代のニーズを満

たしつつ、現代の世代のニーズも満足させる社会」

のことで、その実現に向けて「低炭素社会、循環型

社会、自然共生型社会の構築」が、これからの日本

にとって重要なテーマとなってきます。

　私たち行政書士も、将来の若者たちに良い地球環

境を残していく責任があり、その一環として、顧問

先企業への環境経営支援

等を通して、地球環境に

プラスになる活動を業務

内容に取り入れる必要が

あるのではないでしょう

か。

◆外部環境会計の概要図

◆外部環境会計を構成する３つの要素
測定する項目と効果概要構成要素

・事業エリア内コスト　・上下流コスト
・管理活動コスト　　　・研究開発コスト
・社会活動コスト　　　・環境修復対応コスト

温暖化対策を含む環境保全（省エネ
対策、エコ商品開発、グリーン購入、
廃棄物リサイクル等）を目的とした
投資額及び費用額であり貨幣単位で
測定される。

①環境保全コスト

・事業活動への投入　　・事業活動からの排出
・製品やサービスの使用時、廃棄時の環境影響
・その他（輸送時の影響など）

環境保全活動によって環境への影響
を防止、抑制、回避した効果であり、
重量、体積、熱量などの物量単位で
測定される。

②環境保全効果

・収益の向上に貢献する効果
・費用の削減に貢献する効果

環境保全の結果として生じる企業利
益への影響を意味し、貨幣単位で測
定される。

③環境保全対策に
伴う経済効果

　環境会計とは、PDCAサイクルのＡ（改善）に当たり、次年度のＰ（計画）の段階で、どのようにコス
ト配分するかを決定する重要な情報源になるため、環境経営を更にレベルアップさせるコンサルティング
テーマといえます。
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北海道行政書士会 
■テレビ・ラジオCM
テレビCM・ラジオCMにより、行政書士記念日、行
政書士業務、特定行政書士制度を紹介。
■新聞等への広告掲載
各支部において、２月２２日前後１週間での実施を原
則としつつ、それぞれの事情に応じて無料相談会等
を実施。
■無料相談会、セミナー等の催事
１ 札幌支部
○新聞又は自治体広報誌等への広告
概　　要：広報えにわ２月号、えにわコミュニティ

バスへの中吊広告。
　　　　　（１月下旬から２月下旬）
○札幌市奨学基金に寄付
概　　要：寄付に対する感謝状授与式への出席。札

幌市広報に授与式の写真が記載される。
○恵庭市でのセミナー開催
日　　時：２月２４日（土）１４：００～１６：３０
場　　所：恵庭市市民会館
内　　容：終活と行政書士業務について
２ 函館支部
○街頭啓発
日　　程：２月２２日（木）
場　　所：五稜郭交差点地下横断歩道
内　　容：五稜郭交差点地下横断歩道の利用者ヘ

ティッシュを配付。
○ふれあいカフェ
日　　程：２月２４日（土）
場　　所：函館市総合福祉センター（あいよる２１）
内　　容：無料相談会
３ 小樽支部
○無料相談会
日　　程：２月２４日（土）
場　　所：ウイングベイ小樽５番街３階
　　　　　ユーティリティスペース
○PRグッズの作成
内　　容：小樽支部会員への啓発及びPR活動として

名入りボールペンを作成し、無料相談会
の相談者及び小樽支部会員に配布。 

４ 空知支部
○無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１５：００
場　　所：岩見沢市市民会館
５ 旭川支部
○無料相談会
日　　時：２月２４日（土）１３：００～１６：００
場　　所：旭川市市民活動交流センター COCODE

（ココデ）
内　　容：北海道成年後見支援センター旭川管轄と

の共催による成年後見をテーマとした無
料相談会。

６ 網走支部
○無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１６：００
場　　所：北見メッセ
７ 室蘭支部
○無料相談会
・室蘭市
日　　時：２月１７日（土）９：３０～１２：００
場　　所：中小企業センター
・登別市
日　　時：２月２４日（土）９：３０～１２：００
場　　所：鉄南ふれあいセンター
・伊達市
日　　時：２月２４日（土）９：３０～１２：００
場　　所：市民活動センター
・洞爺湖町
日　　時：２月１７日（土）９：３０～１２：００
場　　所：あぶた母と子の館
○クリアファイルの作成
８ 苫小牧支部
○無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１３：３０～１８：００
場　　所：苫小牧市民活動センター

※要予約（TEL０１４４－３６－５６３３　苫小牧
支部　山﨑行政書士事務所）

９ 日高支部
○新聞広告等
内　　容：日高報知新聞に２月１５日～２２日までの間

に３回広告。町の広報誌により広報する。 

2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日2月22日は行政書士記念日

　昭和２６年２月２２日に行政書士法が公布されたことにちなみ、行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結
束と行政書士制度の普及を図ることを目的として、２月２２日を「行政書士記念日」と定めています。
　各都道府県行政書士会では、以下に掲載のとおりさまざまなイベントや相談会等を開催し、行政書士制度
について広く国民の皆様にPRする予定としています。
　会員の皆様におかれましては、御協力のほど何とぞよろしくお願いします。

行政書士記念日は
ボクの誕生日と同じ日だから、
セットで覚えてくれると

嬉しいニャ♪

（※平成２９年１２月末時点の予定です。）
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潅 十勝支部
○無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１５：００
場　　所：とかちプラザ１F大集会室
○新聞・会報誌での広報
上記無料相談会の前日までに十勝毎日新聞に広告を
掲載し、広報誌「おびひろ」にて告知する。
環 釧路支部
○無料相談会
日　　程：２月２２日（木）
場　　所：釧路市役所防災庁舎
甘 根室支部
○新聞広告等
内　　容：２月２２日北海道新聞又は釧路新聞に広告

及び記事等を掲載。管内市町村広報誌で
の広報。

■広報グッズの作成

岩手県行政書士会 
■電話無料相談会
２月２２日に相続や遺言などに重点を置いた「電話無
料相談会」を実施。
■広報紙の作成及び配布
行政書士の業務について、一般の方に広く周知でき
るよう「広報紙」を作成し、公民館等において無償
配布する。

青森県行政書士会 
■テレビで「行政書士の日」をコマーシャル
日　　程：２月２１日（水）、２月２２日（木）
　　　　　（時間帯は未定）
内　　容：県内のテレビ局（RAB、ATV、ABA）

で青森会による「行政書士の日」のCM。

福島県行政書士会 
■女性行政書士による女性のための無料相談会
相談者、相談員ともに女性限定の無料相談会を開催
する。
日　　時：２月１８日（日）１１：００～１６：００
場　　所：福島県郡山市「イトーヨーカドー郡山店
　　　　　西部コミュニティルーム」
対 象 者：女性限定
相談内容：離婚・セクハラ・ストーカー・DV

遺言、相続に関すること
消費者契約に関すること
会社経営に関すること
成年後見に関すること　等

宮城県行政書士会 
■「東北弁」落語と寸劇で知る行政書士のしごと
日　　時：２月１８日（日）１３：３０～１６：３０
　　　　　（開場１３：００）
場　　所：仙台市シルバーセンター　６F
　　　　　第２研修室
内　　容：・東北弁落語「締め込み」「かすがい」

・成年後見制度の寸劇「秋桜（こすもす）
家の終活事情」（コスモスみやぎ）
・困りごと無料相談会

※入場無料

山形県行政書士会 
■無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１５：００
場　　所：山形県行政書士会館 

神奈川県行政書士会 
■街頭無料講談会～みなとみらいユキマサ亭～
　「希望の目撃者、行政書士」
日　　時：２月２２日（木）１４時開演
場　　所：県民共済みらいホール
内　　容：行政書士業務についての創作講談を披露

頂きます！
講 談 師：田辺　凌鶴（たなべ　りょうかく）他
後　　援：神奈川県・横浜市　市民局 FMヨコハマ・

TVK（テレビ神奈川）・ラジオ日本

茨城県行政書士会 
■平成３０年新春交流会
日　　時：２月２２日（木）午後２時２２分～午後５時
　　　　　（受付開始　午後１時３０分）
場　　所：水戸京成ホテル ２階 「瑠璃の間」
内　　容：第１部【新春講演会】　午後２時２２分～
　　　　　演題：「防災隣組・近助の精神について」
　　　　　　　　-最近の大規模災害に学ぶ、

これからの防災・危機管理-
　　　　　講師：山村　武彦
　　　　　第２部【新春交流会】　午後３時３０分頃～

栃木県行政書士会 
■市民公開講座「相続・遺言・終活について」と無料
相談会
自分の人生の最終章のより良い準備のために！相
続・遺言・終活に役立つ知識や身近な問題について、
行政書士がやさしく丁寧に解説します。
○小山市
日　　時：２月１０日（土）１３：００～
場　　所：小山市城南市民交流センター
　　　　　ゆめまち２階会議室
内　　容：成年後見
○佐野市
日　　時：２月１７日（土）１３：３０～
場　　所：佐野市役所１階　市民活動スペース
内　　容：終活のおはなし＆空き家対策のおはなし
○宇都宮市
日　　時：２月１７日（土）１３：３０～
場　　所：総合コミュニティセンター　大集会室
内　　容：ラストステージは自分が主役
○高根沢町
日　　時：２月１８日（日）１３：３０～
場　　所：元気あっぷむら　多目的ホール
内　　容：自分で遺言書を作成してみよう
○那須塩原市
日　　時：２月２４日（土）１４：００～
場　　所：いきいきふれあいセンター 大会議室
内　　容：将来の安心のために今できること
○足利市
日　　時：２月２４日（土）１３：３０～
場　　所：足利市民プラザ
内　　容：１相続・遺言
　　　　　２成年後見ころばぬ先の杖

長野県行政書士会 
■行政書士記念日無料相談会
２月２２日（木）の行政書士記念日に合わせ、県下８
支部で無料相談会を開催。相続手続・遺言や日常生
活における契約等の専門家である行政書士が相談に
応じる。
※詳細については各支部にお問い合わせください。 
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相談内容：
・家を新築したい、車を購入したい、事業を始めた
い…各種許可及び認可申請手続（車庫証明・農地
転用・会社設立等）
・相続の手続をしたい…相続手続・遺言の手続、公
正証書作成
・書類の作成を依頼したい…嘆願書・陳情書・上申
書・始末書・念書・示談書の作成手続、内容証明
郵便作成手続
・国際結婚、留学生が卒業後日本で就職したい…在
留資格認定証明書交付申請
・老後を考えたい…成年後見等日常生活における諸
手続　等々
・生活保護に関する相談
○佐久支部
日　　時：２月２３日（金）１３：００～１６：００
場　　所：小諸プラザ（小諸市民交流センター）
○上田支部
日　　時：２月１７日（土）９：００～１２：００
場　　所：上田市中央公民館　第１会議室
○諏訪支部
日　　時：２月１７日（土）１０：００～１６：００
場　　所：下諏訪総合文化センター
○伊那支部
日　　時：２月１４日（水）１３：００～１６：００
場　　所：長野県行政書士会伊那支部事務所
○飯田支部
日　　時：２月１８日（日）１０：００～１５：００
場　　所：南信州・飯田産業センター
○松本支部
・安曇野市
日　　時：２月１５日（木）１０：００～１５：００
場　　所：安曇野市役所　２１１･２１２･２１３･２１４号室
・松本市
日　　時：２月１７日（土）１０：００～１５：００
場　　所：松本市駅前会館　４階　大会議室
・大町市
日　　時：２月１８日（日）１０：００～１５：００
場　　所：大町市総合福祉センター
　　　　　第１、第２会議室
・木曽町
日　　時：２月１８日（日）１０：００～１５：００
場　　所：木曽町文化交流センター　３階
・塩尻市
日　　時：２月２３日（金）１０：００～１５：００
場　　所：塩尻市民交流センター（えんぱーく）
　　　　　３０３・３０４・３０５号室
○長野支部
日　　時：２月２６日（月）１３：００～１６：００
場　　所：須坂商工会議所
○北信支部
日　　時：２月１８日（日）１２：００～１６：００
場　　所：山ノ内町文化センター

新潟県行政書士会 
■知的資産経営セミナー
日　　時：２月２２日（木）１５：００～１７：００
場　　所：アートホテル新潟駅前
　　　　　４階　越後の間西
演　　題：建設業経営者のための経営改善策
内　　容：建設業の経営改善の専門家である中西宏

一氏を講師にお迎えし、建設業の経営改
善に特化した「知的資産セミナー」を実施。

　　　　　講師：中西　宏一　氏 

愛知県行政書士会 
■中日新聞広告
行政書士制度のPR及び県民の生活向上に寄与する
ため、平成３０年２月２２日の「行政書士記念日」に会
員有志を募り、中日新聞へ見開き広告を掲載。
■愛知県内公証人と行政書士による遺言・相続無料相
談会
公証人と行政書士が市民向けの無料相談会を開催し、
一般市民の法的ニーズを満たす社会的意義のある活
動と、公証役場と行政書士会それぞれの認知度を高
める広報活動を行う。
日　　時：２月２５日（日）１３：３０～１６：３０
場　　所：中日ビル５階　中日パレス

三重県行政書士会 
■無料相談会
支部による無料相談会やグッズの配布等を各地域で
実施。
■新聞への一面広告の掲載
フルカラー刷りの記事広告を中日新聞に一面掲載し、
広告の下半分は掲載希望者の個人氏名を掲載。
■平成３０年「行政書士の業務」説明会
新規入会の申込みが増えるきっかけとなった「行政
書士有資格者」及び「行政書士を目指す方」を対象
とした行政書士業務説明会を開催。

福井県行政書士会 
■行政書士による無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１６：００
場　　所：福井市役所市民ホール

石川県行政書士会 
■北國新聞広告（２月１日）
■YDN広告（ヤフーのバナー広告）
２月中、YDN広告（ヤフーのバナー広告）に行政書
士記念日を掲載。（クリックすると当会ホームペー
ジに移動）
■石川会のホームページ
石川会ホームページ内に行政書士記念日について掲
載。

富山県行政書士会 
■無料相談会（国際部・渉外広報部合同）
日　　程：２月２２日（木）
場　　所：高岡市、
　　　　　富山市（ショッピングセンターアピア２F
　　　　　ハッピー広場）
■新聞広告
無料相談会の前日に、富山新聞及び北日本新聞朝刊
に広告を掲載。また、事前に新聞社等を訪問し、記
事を掲載してもらう働きかけも行う。

大阪府行政書士会 
■ゆうちょ銀行における相続・遺言無料相談会
大阪府下のゆうちょ銀行１２店舗にて無料相談会を実
施。１、２店舗においてユキマサくんも行政書士PR
活動を行う。

京都府行政書士会 
■無料相談会
京都市と共催の無料相談会を開催。
日　　程：２月２２日（木）
場　　所：ゼスト御池河原町広場
■新聞広告
上記開催告知等の新聞広告を実施。 
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兵庫県行政書士会 
■地域FM『声の年賀状』での「市民公開講座」紹介
日　　程：１月１日～３日（各局３回／日）
主　　催：阪神支部
内　　容：・FMあまがさ（８２．０MHZ）
　　　　　・さくらFM（西宮）（７８．７MHZ）
　　　　　・エフエム宝塚（８３．５MHZ）
　　　　　・ハッピーエフエムいたみ（７９．４MHZ）
■ラジオ関西　ラジオ１０秒CM
日　　程：１月１５日（月）～２月２５日（日）
主　　催：本会企画部
■神戸新聞全面広告
日　　程：２月上旬
主　　催：本会企画部
内　　容：・イベント案内（明石支部市民講座、本

会市民公開講座、阪神支部市民公開講
座、事業承継等セミナー）
・特定行政書士制度紹介
・専門部会紹介
・各支部概要並びに無料相談会の紹介
・行政書士ADRセンターの紹介
・会員協賛広告

■ラジオ関西
日　　程：２月１３日（火）
主　　催：本会企画部
内　　容：平日夕方のニュースワイド「時間です！

林編集長」に村山会長が生放送で出演。
■事業承継・事業引継ぎをテーマとしたセミナー
日　　程：２月１４日（水）
場　　所：神戸産業振興センター
主　　催：本会企画部
対　　象：中小企業・小規模事業者
■行政書士記念日市民講座（要約筆記有り）「備えあれ
ば憂いなし」～出来ていますか、いざという時に～
日　　時：２月１７日（土）１４：００～１６：３０
場　　所：複合型交流拠点ウィズあかし
　　　　　「子午線ホール」
主　　催：明石支部
内　　容：第１部【寸劇】
　　　　　　「きいてみよう！成年後見制度」
　　　　　　講師：コスモスひょうご会員
　　　　　第２部【講演】
　　　　　　「自然災害が多い時代で

どう暮らすか」
　　　　　　講師：気象予報士・防災士

　蓬莱大介　氏
■ゆうちょ銀行における相続・遺言無料相談会
日　　程：２月２２日（木）
場　　所：ゆうちょ銀行　神戸店・明石店・西宮店・

伊丹店・尼崎店
主　　催：本会企画部（連携：神戸支部、阪神支部、

明石支部）
■行政書士記念日市民講座（要約筆記有り）「知って嬉
しい地域創生！！　知って安心行政書士！」
日　　時：２月２４日（土）１３：００～１６：３０
場　　所：龍野経済交流センター２F会議所ホール
　　　　　（龍野商工会議所内）
主　　催：本会企画部（連携：西播磨支部）
内　　容：第１部【調停劇】
　　　　　　自転車事故トラブル解決模様
　　　　　　～受付から解決まで～
　　　　　　講師：行政書士ADRセンター兵庫
　　　　　第２部【講演】
　　　　　　相続！手続き事情異変あり！！
　　　　　　講師：本田　圭　会員 

　　　　　第３部【講演】
　　　　　　西はりま　暮らしと地域創生
　　　　　　講師：谷　五郎　氏
　　　　　　　　　（ラジオパーソナリティー）
■サンケイリビング広報への掲載
主　　催：阪神支部
内　　容：阪神支部主催市民公開講座の案内。
■行政書士記念日市民講座（要約筆記有り）
　「みんなで取り組む子育て支援」
日　　時：２月２５日（日）１３：３０～１６：３０
場　　所：尼崎市女性センタートレピエ
主　　催：阪神支部
内　　容：第１部【兵庫県の取組紹介】
　　　　　　「ひょうごこども子育て未来プラン」
　　　　　第２部【映画上映】
　　　　　　「夜間もやってる保育園」
　　　　　第３部
　　　　　　「行政書士って何する人？？｣

鳥取県行政書士会 
■セミナー開催
　「わかりやすい相続と遺言書の書き方
　～争族とならないために」
日　　時：２月２４日（土）１３：３０～１５：００
場　　所：倉吉福祉センター
講　　師：本会会員

島根県行政書士会 
■無料相談会
支部主催の無料相談会を実施。
■街頭でのPR活動
PR用ポケットティッシュやチラシを配布。
■広告媒体によるPR
テレビ・ラジオ・新聞等によるPR及び県・市・町の
広報誌や市役所使用封筒によるPRを行う。

岡山県行政書士会 
■平成２９年度経営安定セミナー
　「行政書士活用セミナー（知的資産経営セミナー）」
日　　時：２月１４日（水）１３：３０～１６：３０
場　　所：岡山商工会議所　４階４０５会議室
主　　催：岡山県行政書士会、岡山商工会議所経営

安定特別相談室
後　　援：トマト銀行
内　　容：組織力を強化し、事業性を明らかにする

知的資産経営の実践。
１．企業組織５S活動の推進
２．小規模事業者にも適したデータの活
用と知的資産経営 

講　　師：佐藤好英 本会会員、下村幸喜 本会企業
法務部部員

福岡県行政書士会 
■行政書士・ゆうちょ銀行合同無料相談会
○ゆうちょ銀行北九州店・博多店・福岡東店
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１５：００
　　　　　（博多店のみ１０：００～１６：００）
内　　容：無料相談会
○ゆうちょ銀行久留米店
・相続、遺言セミナーと相談会
日　　時：２月２２日（木）１３：００～１６：００
場　　所：柳川のかんぽの宿
・無料相談会
日　　時：２月２３日（金）１０：００～１５：００ 
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佐賀県行政書士会 
■ゆうちょ銀行提携無料相談会
日　　時：２月２２日（木）１０：００～１５：００ 
場　　所：ゆうちょ銀行佐賀店会議室
内　　容：相続の手続及び遺言の作成・手続に関す

る無料相談会を実施。
■パンフレット及びコスモスの種子の配布
日　　時：２月２２日（木）１３：００～１４：００
場　　所：佐賀駅南口・ゆめタウン佐賀・各支部

熊本県行政書士会 
■郵政グループ無料相談会
日　　程：２月２２日（木）
場　　所：株式会社ゆうちょ銀行　熊本支店・
　　　　　八代店
　　　　　熊本中央郵便局
　　　　　熊本上通郵便局
　　　　　熊本小山戸島郵便局
内　　容：行政書士２名以上による無料相談会を実

施。 

沖縄県行政書士会 
■平成２９年度行政書士記念日講演会
沖縄県の基幹産業である観光業と、それと密接に関
連する旅館業についての講演会を開催。
日　　時：２月６日（火）　１３：３０～１６：３０
　　　　　（受付は１３：００から）
場　　所：沖縄県立博物館・美術館（博物館）
内　　容：第１部
　　　　　　「旅館業法並びに住宅宿泊事業法の

概要と許可手続き等について」
　講師：沖縄県保健医療部衛生薬務課
　　　　担当者

　　　　　第２部
　　　　　　「沖縄観光の現状と課題」
　　　　　　講師：一般財団法人
　　　　　　　　　沖縄公共政策研究所
　　　　　　　　　理事長　安里　繁信　氏
■無料相談会
日　　程：２月１７日（土）
場　　所：イオン南風原店、イオン具志川店
内　　容：相続業務関係
■行政書士業務PRと無料相談会
日　　程：未定
場　　所：県庁ロビー
内　　容：相続業務関係
■ゆうちょ銀行主催事業（相談会）へ
　相談員とセミナー講師を派遣
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１シート22枚。
ユキマサくんが
かわいいシールに
なりました。

チャック付きで、
小物も入れられる
便利アイテムです。

ボールチェーン
付きで外出の
お供にも
ピッタリ！

福を招いて
くれそうな
招き猫タイプも。

ユキマサくんが
行政書士の仕事や
活動について分かり
やすく解説します。

ユキマサくん
シール

ユキマサくん
リール付きパスケース

ユキマサくんマスコット

  （立ち）  　　　　 （座り） 

行政書士
活用ガイド

行政書士記念日
事業に使える !!

※購入を希望される会員の方は、㈲全行団へお問い合わせください。
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　平成１８年度の日行連定時総会が開催された長崎県佐世

保市において、本年度の日行連と九州地方協議会との連

絡会が開催されました。

　日行連からは遠田会長と太田副会長が、九州地協の福

岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各

単位会からは会長、副会長を始めとした２４名が出席し、

同地協会長の井口熊本会会長の進行の下、忌憚のない意見交換が行われました。

　午後３時に開会し、まず、日行連から平成２９年度事業執行のポイント、法改正要望項目、丁種封印の現状、

所有者不明土地問題や法定相続情報証明制度等について説明がなされました。続いて、意見交換が行われ、

日行連への要望として、長期会費未納会員への対処、単位会での処分の手続、特定行政書士による職務上請

求書の使用に係る戸籍法の改正要望、個人情報保護法に係る対応の会員周知方、単位会による職印の証明、

外国語でのポスター作成、申請取次関係研修の開催地、車庫証明の現地調査業務、相続関係説明図作成に関

する官からの業務受託、非行政書士行為の要件などについて活発に話し合われ、午後５時に連絡会は閉会し

ました。

　本連絡会は、前向きで意欲的な意見が多く、日行連にとっては貴重な意見や情報を頂くことができ、また

各単位会にとっても運営の参考となる、充実した内容となりました。

日行連と九州地方協議会との連絡会を開日行連と九州地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　平成２９年１２月２日（土）

場場　　所所　長崎県佐世保市「ホテルリソル佐世保」

出 席出 席 者者　遠田会長、太田副会長

長崎会　副会長　廣田　賢治

　日行連と九州地協との連絡会にオブザーバーとして出席させていただきました。

　今回のテーマの中で、会費滞納に関する各単位会での事例を交えた取組には関心をもって拝聴させて

いただきました。太田副会長の会費滞納に対する「安易に法改正をして会費滞納問題をなくそうと考え

るのではなく、役所は行政書士会の内部問題と捉えて法改正が必要な大きな問題とは考えていない。行

政書士会の自浄努力で解決しなさいよと言っているんです。行政書士法の改正は簡単ではない。それで

京都会では訴訟をして動産執行までして、やっている。」との御意見も参考になりました。

　各単位会の取組を参考にしながら、今後の長崎会での対応に結びつけていきたいと考えています。

　郵便局の見守りサービスとの連携は、是非、協定を結んでいただければと願います。

　全国津々浦々の郵便局員の方々が月に一度、顧客の御自宅に見守りに行くサービスですが、その中に

は相続・遺言・後見等の相談も入ってくるはずです。他士業よりも相談のしやすい、いわゆる行政書士

業務の敷居の低さに合うのではないかと感じました。

日行連と九州地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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　１２月４日（月）、日行連と四国地方協議会との連絡会が

開催されました。

　日行連からは遠田会長と光宗副会長が、四国地協の香

川、徳島、高知、愛媛の各単位会からは会長、副会長を

始めとした総勢２７名が出席しました。石川香川会副会長

の司会進行の下、同地協副会長の山本愛媛会会長の開会

の言葉に始まり、同地協会長の岩城香川会会長、遠田日行連会長の挨拶の後、岩城会長を座長に議事が進め

られました。

　始めに、遠田会長から日行連の当面の諸問題と事業についての説明があり、続いて、あらかじめ各単位会

から提出されていた非行政書士に対する監察活動や自治体との災害協定に関する質問に対して、光宗副会長

から日行連の取組や方針等について説明がなされました。さらに、行政書士法改正や行政書士試験のあり方

など多岐にわたる課題について活発な意見交換がなされ、午後５時１０分に同地協副会長の松村徳島会会長の

閉会の言葉をもって、連絡会は終了しました。

日行連と四国地方協議会との連絡会を開日行連と四国地方協議会との連絡会を開催催
開 催開 催 日日　平成２９年１２月４日（月）

場場　　所所　香川県高松市「ホテルマリンパレスさぬき」

出 席出 席 者者　遠田会長、光宗副会長

香川会　副会長　横関　賢二

　日行連と四国地協との連絡会に当番会副会長として参加させていただきました。約２時間の連絡会の

中で、遠田会長から日行連の事業や諸課題に対する取組について詳細に御説明いただき、また、日行連

に対しての意見・要望事項等に関する意見交換の際には、多岐にわたる内容について光宗副会長から的

確で丁寧な御回答をいただきました。

　我々会員は、連絡会という貴重な機会を通じて日行連の方針を理解し、同じ方向を向いて進んでいか

なければならないと再認識しました。日々変化する制度に対応し、苦悩される遠田会長のお姿を拝見し、

断固として立ち向かうんだという強い意志を感じました。

　連絡会後の懇親会では、日行連や単位会の課題や取組についてざっくばらんに意見交換をすることが

できました。

　四国地協は全国で最も小さな、４単位会による協議会ですが、「四国は一つ」を合言葉に、互いに切

磋琢磨しながら行政書士制度の発展のために力を合わせていきたいと考えています。今回の連絡会にお

いて遠田会長、光宗副会長と意見交換をさせていただく機会を頂き、とても有意義な時間を過ごすこと

ができましたことに心から感謝申し上げます。

日行連と四国地方協議会との連絡会に参加して 参加者の参加者の声声
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＜野田毅自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長を表敬訪問＞
日にち：平成２９年１２月１４日（木）
出席者：遠田会長、福田専務理事、井口常任理事
　自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長でもある野田毅衆
議院議員（熊本２区）を表敬訪問しました。御多忙の中お時間
を頂き、今年一年のお礼と、引き続き行政書士制度推進に向け
て御理解御協力をお願いいたしました。

＜岸田文雄自由民主党政務調査会長を表敬訪問＞
日にち：平成２９年１２月６日（水）
出席者：遠田会長、荒岡・縮・山田・太田・光宗・野田各副会

長、福田・山本両専務理事
　遠田会長を始め各副会長、両専務理事で岸田文雄政務調査会
長（衆･広島1区）を表敬訪問しました。
　自由民主党本部内の政務調査会長室にて、党が採用する政策、
国会に提出する法案をどういった過程で調査研究、審査するの

かという党内の意思決定に関する貴重なお話をお伺いすることができました。
　また、岸田文雄政務調査会長の地元である広島県における空き家等問題への対応状況を伺うとともに、行
政書士会としての取組を御説明し、各地方自治体の事業における行政書士の更なる活用をお願いしました。
終始和やかな雰囲気で有意義な一時となりました。

自由民主党・公明党の政策懇談会に参加
 Info 

２
＜自由民主党　予算・税制等に関する政策懇談会＞

日にち：平成２９年１１月１４日（火）
出席者：〈日行連〉遠田会長、荒岡副会長、福田専務理事
　　　　〈日政連〉山下会長
　各種団体から国政や地方行政などの予算、税制等に関する要
望、意見をヒアリングする懇談会が実施されました。日行連か
らは、行政書士が中小企業経営者にとって最も身近で寄り添え
る存在であることを活かし、経営をバックアップするために

行っている様々な取組を御紹介するとともに、現在の課題に対する解決策を御提案しました。具体的な提案
としては、「中小企業の活動を活発化させるため、設備投資を促進する措置等といった各種税制優遇、特別措
置を拡充していただきたいこと」「各地方自治体で課題となっている所有者不明土地や空き家等の問題解決に
協力させていただきたいこと」「高齢者等の財産管理等を第三者によって支援することの必要性が高まってお
り、専門職後見人として行政書士を活用していただきたいこと」などを御説明しました。
　日行連の提案、要望をお伝えするだけでなく、国を始めとした各種関係団体の取組状況を把握する貴重な
機会となりました。

野田毅自由民主党行政書士制度推進議員連盟会長、
岸田文雄自由民主党政務調査会長を表敬訪問

 Info 

１
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＜公明党行政書士制度推進議員懇話会　政策要望懇談会＞
日にち：平成２９年１１月１４日（火）
出席者：〈日行連〉遠田会長、荒岡・縮・山田・太田・光宗・

野田各副会長、福田・山本両専務理事、山
田総務部長

〈日政連〉山下会長、波澄・石川各副会長、山﨑・鎌
田各幹事

　日行連が現在掲げている法改正要望項目について御説明した
ほか、行政書士の更なる活用についてお願いいたしました。また、議員の方々からは各種の御意見御要望が
挙げられました。主な御意見として、「中小企業支援に対する行政書士としての取組が理解できた。今後の
更なる支援を期待するほか、関係士業とも連携した幅広い取組を検討願いたい。」「各都道府県においてそれ
ぞれ業務を行っている申請取次行政書士について、今後も更なる活躍が望まれている。」などが寄せられまし
た。
　大変活発で有意義な意見交換を行わせていただきました。

新たな行政書士制度推進議員連盟が発足
 Info 

３
＜立憲民主党　行政書士制度推進議員連盟設立総会＞

日にち：平成２９年１２月１日（金）
出席者：〈日行連〉遠田会長、荒岡・山田両副会長、福田・山

本両専務理事
　　　　〈日政連〉山下会長、日當副会長、畑・中西両相談役
　先の衆議院総選挙目前に民進党が分離したことを受けて、過
日、議連の設立総会が開催されました。質疑応答の時間を設け
ていただき、空き家問題に関する潜在的な問題点として、偏在

した事象であるため問題意識には地域格差があることや、資産価値が低い土地の場合は課税通知に記載され
ず、そもそも所有者であることを認識できていない場合があることなど、様々な切り口で意見交換させてい
ただきました。その上で、相続が開始される前に対応することが根本解決のためには有効であり、予防法務
の面で行政書士の活躍が望まれるといった御意見を頂きました。

＜民進党・希望の党・無所属の会　行政書士制度推進議員連盟設立総会＞
日にち：平成２９年１２月７日（木）
出席者：〈日行連〉遠田会長、荒岡・縮・山田・太田・光宗・

野田各副会長、山本専務理事
〈日政連〉山下会長、石川副会長、福田幹事長、盛武・

山田両常任幹事、畑・中西両相談役
　この度、初めて党の枠を超えた議連が設立されることとなり
ました。設立が宣言され、役員が選任された後、行政書士制度

の発展に向けた要望を御説明しました。新体制でも引き続き、制度推進について連携を図っていくことが確
認されました。
　加えて、質疑応答の中で、成年後見事業に取り組む行政書士の立場からは市民後見人についてどのように
考えるかといった視点に基づき、専門職による支援が追い付かない現状を打開し、質の高い支援を望む声に
応えるためにも、専門職後見人として行政書士の一層の活躍が望まれるといった御意見を頂きました。
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WIN－WINのトラブル解決！
行政書士の新たな専門領域への探求

 Info 

４
　トラブルを解決したいけど、裁判はお金や時間がかかるし…。そんなお悩みをWIN－WINの精神で解決す
るのが、「現代の大岡裁き」というべき裁判外紛争解決手続（ADR）です。
　昨年、行政書士が行う調停の成功事例報告と、模擬調停が行われました。今回はその内容を御紹介いたし
ます。

＜裁判外紛争解決手続（ADR）推進本部＞

「法の日フェスタ」実演模擬調停リポート
　平成２９年１０月７日、法務省主催の「法の日フェスタ」が開催され、行政書士ADRセンター東京の調停
人候補者による実演模擬調停が行われました。伊藤浩会員の解説を交えて、調停人役の千葉賢二会員、
申込人役の板垣冨美子会員及び相手方役の横山千佳子会員による調停手続の実演を行いました。
　レビン小林久子先生から指導いただいた対話促進型ADRの手法を広める絶好の機会とし、自転車同
士の事故をめぐる紛争を題材にして万全の準備で臨んだ当日、法務省赤レンガ棟第一教室は高校生を含
む４４名の見学者で埋まりました。
　互いのよそ見運転が原因で自転車同士が正面衝突した事故の背景には、両当事者の意外な人生が隠さ
れており、両当事者、共に白熱の演技で、会場は笑いと涙に包まれました。クライマックスの合意成立
場面では、見学者が固唾を飲んで見守る中、心
の通った解決案を両当事者が見事に導き出し、
拍手が湧き起こりました。
　後日、法務省からは「前代未聞の好評価」で
あったということで、今回の試みがADRの普
及にわずかでも貢献できたなら望外の喜びであ
ると感じました。

日本ADR協会 シンポジウムリポート
ペット紛争は行政書士だ！！　光永本部員の報告に会場どよめく

　平成２９年１１月１０日、東京大手町サンスカイルームにおいて、２０１７年度（一財）日本ADR協会主催シン
ポジウムが開催されました。基調講演に続く第二部「成功例の報告」にて、本会ADR推進本部の光永本
部員（行政書士ADRセンター東京センター長）が、センターが扱ったペット紛争の解決成功事例につい
て報告を行いました。
　光永本部員は５分間という限られた時間の中、行政書士ADRセンターの特徴である対話促進型調停
（自主交渉援助型調停）手法による解決の成功事例として、ドッグラ
ンにおける犬同士のケンカによる咬傷事故を取り上げ、当初はお互い
に相手を絶対に許さないという強い対立感情のあった紛争が、
①　当事者の感情面の対立に注目し、そこにフォーカスして
②　当事者同士の感情を拾うスキルの高い調停人が関わり
③　当事者同士の対話を促したことによって、
　数時間の話し合いの後、全面合意が成立した経緯を説明しました。
　さらに東京会では、区役所、保健所、動物愛護団体等の関係機関にリーフレットを設置する等の地道
な活動の継続やトラブルに対する啓蒙活動を行っていることを紹介し、ペット紛争は行政書士にお任せ
といった認識が醸成されている点を強調した上で、「ペット紛争は行政書士の専門分野です。」と高らか
に宣言すると、会場のあちこちから「オー！」というどよめきが湧き起こりました。
　今回の報告が奏功したことで、行政書士ADRセンターの認知度が確実に高まり、その方向性が正しい
ことが証明されたと言え、現在、認証取得に向けて取り組んでいる単位会を大きく勇気付けるものとな
りました。
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著作権教育シンポジウムの御案内 Info 

５ ＜中央研修所業務研修部＞

　近年の目覚ましい技術革新で国民全てがクリエイターになったといえる昨今、自身の創作物に対する著作

権の保護はもちろんのこと、思わぬ著作権侵害のトラブルを回避するためにも正しい著作権制度の知識は必

要不可欠なものになりつつあります。そこで、本会ではこうした時流に着目し、著作権モラルの醸成から著

作権教育の普及、充実を目的とした著作権啓発事業の一つとして、本シンポジウムを開催します。

　本シンポジウムでは、登壇者の皆様方の著作権教育に関する事例紹介等を通じ、何故、今を生きる上で著

作権モラルが必要になるのかを示し、著作権教育、ひいては著作権制度をより普及させるためには何が必要

になるかを中心に議論を深めていきます。

　なお、内容の詳細については、同封のチラシ又は本会ホームページを御覧ください。また、当日の模様は、

VODコンテンツとして、後日中央研修所研修サイトに搭載予定です（会員のみ視聴可）。ライブ配信はあり

ませんので、御参加が難しい場合はこちらを御活用ください。

　知的財産権に関心をお持ちの多くの教育機関関係者や、会員の皆様の御参加をお待ち申し上げます。

日　　　時　　平成３０年２月２８日（水）　　１３：００～１６：３０（予定）

会　　　場　　イイノホール&カンファレンスセンター　「RoomA」

　　　　　　　（東京都千代田区内幸町2－1－1　飯野ビルディング４F）

参加対象者　　教育機関関係者、行政書士、一般等

定員・費用　　１５０名（無料・事前登録制）

申込み方法　　本会ホームページ（ https：//www．gyosei．or．jp/ ）から
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各単位会の取組をお知らせします。各単位会の取組取取 をお知らせします。

ABCラジオまつり2017に参加大阪府
行政書士会

　１１月１９日に万博記念公園自然文化園で開催された「ABCラジオまつり２０１７」のシニアライフサポートゾー
ンに相談ブースを出展しました。当日は約４９,０００人の来場者があり、大盛況となりました。
　オープニングセレモニーでは、大阪府広報担当副知事もずやん等、複数のキャラクターとともにユキマサ
くんもメインステージに上がり、日行連の公式キャラクターであることが紹介されました。
　相談ブースには、遺言・相続、成年後見に関するブースを設けました。主な相談者は６０代・７０代の方々で、
中でも「話を聞いてもらえて良かった。ありがとう」と笑顔
で帰られた女性がとても印象に残りました。相談された方に
は、無料相談会の案内リーフレットやクリアファイル等を、
ユキマサくんのイラスト入りエコバックに入れてプレゼント
しました。また、ブース前でパンフレットやグッズを配布し
たところ、用意していたグッズ１,５００部がイベント終了前に
なくなってしまうほどの盛況ぶりでした。
　今回の相談会が、多くの方に「行政書士」を知っていただ
く良い機会になったと思います。

被災地石巻市にて士業連携による
「くらしのなんでも相談会」を開催

宮城県
行政書士会

　１１月２３日、東日本大震災最大の被災地である宮城県石巻市において「くらしのなんでも相談会」を開催し
ました。参加士業は行政書士のほか、弁護士、司法書士など８士業で、昨年支部レベルで合同開催されたも
のを、今年は初の士業会連携イベントとして宮城会が企画しました。会場となる大型ショッピングモールで、
果たしてどんな相談会になるのかとホスト会の私たちも興味津々で臨みました。
　午前１０時の営業開始時刻になると、相談者が待ち構えていたかのように足を運んで来られました。相談ブ
ース４つと受付を２か所設け、ワンストップで相談できるよう、その場で内容を見極めて専門家を選任しま
した。一つ目の相談が落ち着くと、引き続き新たな相談が発生することが多く、そこで専門家はバトンタッ
チとなります。通常、私たち行政書士の職務範囲の相談ならば積極的に対応できても、他士業の職務範囲と
なると受動的になるところです。しかし、この相談会では士業連携の賜物として、万遍なく相談に対応する
ことができました。ブースが満室でお待ちいただくこともあ
る中、相談者は４１組、相談件数は延べ５５件にのぼり、多岐に
わたる相談内容が寄せられました。
　石巻市には、被災地としてまだまだ潜在的な問題が残され
ており、こうした横断的な相談会が引き続き必要であるとの
声が集計したアンケートにも反映されていました。本会とし
て初の試みが、成功裏に幕を閉じましたことを御報告させて
いただきます。
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司法研修実施のお知らせ愛知県
行政書士会

　日行連が目指す司法・準司法制度の一角を担うに足る資質の担保として、必要な法律知識と業務能力をつ
けていただくため、平成１７年度から日行連と名城大学との合意により、名城大学大学院法学研究科科目履修
を開講し、人材育成を目指しています。
　平成３０年度の科目履修では、ゼミ形式で行う民法と、講義形式で行う行政法の科目で実施いたします。単
位修得が可能な上、業務に活用できるような講義を開講いたしますので、是非受講されますよう御案内申し
上げます。詳細については、愛知県行政書士会へお問い合わせください。

　《実施要項》
　履修科目：①民法Ⅵ　相続関係のほか民法全般にわたる事例（判例）研究
　　　　　　②行政法Ⅱ　行政手続法の解説・行政不服審査法の解説
　出願資格：修了年限４年以上の大学を卒業した行政書士会員、
　　　　　　又は行政書士経験３年以上の行政書士会員（この場合は日行連の推薦状が必要）
　会　　場：名城大学（天白キャンパス） 
　定　　員：①２５名（ゼミ形式）　　②５０名（講義形式）
　申込方法：愛知県行政書士会へお問い合わせください（愛知会TEL：０５２－９３１－４０６８）
　諸 費 用：１）入学検定料：１７,５００円　または　継続検定料：１０,０００円
　　　　　　２）学　　　費：１科目（２単位）で５７,２００円
　　　　　　　　　　　　　　２科目の場合は　 １１４,４００円
　開講時間：土曜日の２時限～４時限（各科目１５時限で２単位）
　　　　　　２時限　１０：５０～１２：２０、３時限　１３：１０～１４：４０
　　　　　　４時限　１４：５０～１６：２０
　開 講 日：①民 法 Ⅵ：４月２８日､５月１２日､５月１９日､６月２日､６月１６日
　　　　　　②行政法Ⅱ：４月７日､４月２１日､５月２６日､６月９日､６月３０日

会員の皆様へ
職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関するお願い

　行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位の保持に努めなければなりま
せん。
　特に職務上請求書の使用にあたっては、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格
者が職務上必要ある場合に限り行使できることとされており、限られた資格者にのみ認められた国民利
便のための制度であるため、個人情報保護、人権の擁護などの観点からも高い倫理意識に基づいた厳正
な取扱いが求められ、職務上請求書の偽造、不正使用、人権侵害のおそれがある戸籍等の取得は決して
許されることではありません。
　会員各位におかれましては、「戸籍法」、「住民基本台帳法」、「行政書士法」、本会の「職務上請求書の
適正な使用及び取扱いに関する規則」等の趣旨を十分に理解され、適正な使用及び厳格な取扱いに努め
ていただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
　なお、職務上請求書の払出し方法については、各単位会で運用が異なりますので、所属単位会の関係
規則等を御確認願います。
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　　新規　に申請取次業務を行うことを希望される方へ

「行政書士申請取次事務研修会」の御案内
主催：日本行政書士会連合会

開催地：東京

【申込手続に関する照会先】全行団　行政書士申請取次関係研修会受付係　受付照会 TEL 03−6450−1622

わが国の出入国管理制度と入国・在留資格審査における取扱い
等に関する理解を深め、事務手続能力の修得を目指します。

趣趣　　旨旨

新規に申請取次業務を行うことを希望する行政書士
※行政書士登録を申請中の方は、行政書士証票が交付された後に、御
自身の登録番号を確認の上、お申込みください。

対対　　象象

平成30年3月9日（金）10時30分～17時（受付開始10時）
※１０時３０分の開講までに必ず御来場ください。大幅な遅刻など受講の
状況により修了証書を交付できない場合がありますので、御注意く
ださい。

日日　　時時

シェーンバッハ・サボー
（東京都千代田区平河町2－7－5）

会会　　場場

下記申込票兼連絡票に記入し、FAX【03－6756－9885】
宛てお申込みください（右図＜受講申込の手順＞を御参照くだ
さい）。

申込方申込方法法

30,000円（消費税込）
※一度納入された受講料は、不参加の場合や単位会の処分等により受
付拒否事由に該当している場合でもお返しできません。

受 講受 講 料料

平成30年2月13日（火）9時～2月21日（水）17時
※上記受付期間外のFAX送信及び複数送信は、固くお断りしています。

受付期受付期間間

当日、理解度を確認する効果測定を実施いたします。
※効果測定の結果、基準に到達せず「入管業務を適正に行う知識を著
しく欠く者」と判定された場合、修了証書は交付されません。予め
御承知おきください。

効果測効果測定定

私は、留意事項について承諾し、下記研修会に申し込みを行います。
H30.3.9（金）開催　行政書士申請取次事務研修会（於：シェーンバッハ・サボー）

ＴＥＬ下欄には、行政書士証票のとおりに記入（括弧表示がある場合はそれも記入）

（　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな
受講者氏名

ＦＡＸ

登録番号

〒
事務所住所

行政書士申請取次関係研修会 申込票兼連絡票

お申込先　FAX【03−6756−9885】

留意事項
○ ご記入いただいた個人情報は、本研修の実施並びに各単位会における取次行政書士の管理のほかには利用いたしません。
○〈本「事務研修会」は新規向けの研修です〉更新向けの「実務研修会」とは異なりますのでお申込みには十分御注意ください。
○〈持参品〉受講票及び行政書士証票とともに筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）を必ず御持参ください。
○〈修了証書〉効果測定の結果は、研修会後２週間程度で通知いたします。基準に到達された方には、修了証書を同封します
　（本研修会の修了証書は交付の日から１年を経過すると失効しますので、御注意ください）。なお、修了証書の氏名について
は、行政書士証票に記載されている氏名で発行いたします。
○〈刑事処分、知事による処分、単位会による処分等を受けている場合〉新規又は更新の申出後、受付ができない場合があり
ますので御所属の単位会にお問合せください。
○〈ホームページでの情報掲載〉効果測定に係る事前予習用参考資料等、申請取次関係研修に関する各種情報を次の場所に掲
載しています。
　【 掲載場所：会員ページ（連con）＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ 】
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教えて！行政書士のしごと教えて！行政書士のしごと
頼れる街の法律家
行政書士の業務を御紹

介

相続や自動車登録手続などの暮らしに関することから、外国人雇用関係や法
人手続などビジネスに関することまで、多岐にわたる行政書士の仕事。
今回は、「農地を耕作するためには？（特に、別段面積の新しい取組について）」
について、そのポイントや相談の多い事例などをQ＆A方式でお答えします。

農地を耕作す農地を耕作するる
ためにはためには？？

　農地は、その農地の利用目的に応じた農地法の許可を受けなければ、取得したり、賃借したり
することができません。そのうち、耕作目的で農地を取得する場合は、農地法第３条許可を受け
る必要があります。この許可がなければ、売買自体の効力が発生しませんから、当然、所有権移
転登記も申請できません。

農地を購入して耕作するに際し、何が必要なのか教えてください。
A

Q1

　農地法上、農地は適正且つ効率的に耕作利用等すべきとしていますから、そのように利用でき
る者に対してのみ許可されます。農業経営を考慮して、一定程度集団的に耕作等を行うことを要
す条件（最低耕作面積条件＝下限面積要件）、農作業に従事する条件（年間従事日数条件）、物理
的に耕作等できる距離である条件（自宅からの通作距離条件）等々の具体的条件があります。

その農地法第３条許可を取るために必要な条件を教えてください。
A

Q2

　農地法では原則、北海道で２ヘクタール（２０,０００㎡）、都府県で５０アール（５,０００㎡）と規定さ
れていますが、近年の法改正により、各市町村に設置されている農業委員会が「別段の面積」を
設定することが可能になっています。これにより、下限面積要件を１０アールや２０アールまで下げ
ている農業委員会が多数存在します。検討されている農地の所在地である市町村農業委員会にお
尋ねください。

最低耕作面積はどのくらいですか。
A

Q3

　近年、社会問題化している「空き家」問題に対する対策の一環として、空き家とセットで農地
を取得する場合には、下限面積要件を１アール（１００㎡）まで引き下げる（農地法施行規則第１７
条第２項の規定による）農業委員会が全国で３０を超え、さらに０．０１アール（1㎡）まで引き下げ
る自治体まで現れました。空き家には隣に農地が付随するケースが多いことへの対策であるとと
もに、移住支援や耕作放棄地の有効利用にもつながると注目されています。ただし、この特例が
使える農地は地番指定で特定され、取得後５年以上の耕作が必要などの条件はあります。それぞ
れの農業委員会にお尋ねください。

最近の動向について教えてください。
A

Q4



日行連の動き

マンスリーレ
ポート

（主なもの）
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登録委員会
【登録審査】
１　審査件数（５２件）
２　その他

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（火（火））

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項等について

常任理事会（～７日）
【合議事項】
１　行政書士会館の日行連持ち分譲渡に
係る対応について

２　空き家対策に関する今後の対応につ
いて

３　OSS専用ダイヤルの設置について
４　専門員の登用について
５　総務省行政評価局からの勧告への対
応について（会則の一部改正案）

６　法務省民事局への確認事項について

法改正推進本部会議
【協議事項】
１　法改正項目の確認と今後の進め方に
ついて

２　その他

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６日日
（水（水））

許認可業務部会（～８日）
【協議事項】
１　平成２９年度事業進捗・予算執行状況
について

２　平成３０年度中央研修所事業計画案の
策定について

３　その他

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７日日
（木（木））

法規監察部会（～１３日）
【協議事項】
１　照会案件等について
２　行政書士関係法令先例総覧の改訂に
ついて

３　その他

国際・企業経営業務部
企業支援部門会議
【協議事項】
１　次年度事業の検討について
２　パンフレットの改訂について
３　関係機関への働き掛けについて
４　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（火（火））

経理部会（～１４日）
【協議事項】
１　中間監査での指摘事項について
２　平成３０年度予算見積に関する発信文
書及び様式について

３　行政書士会館の持ち分譲渡について
４　虎ノ門タワーズオフィスの賃料値上
げについて

５　照会文書への対応について
６　その他

広報部会（～１４日）
【協議事項】
１　ゆるキャラグランプリについて
２　SNSの今後の運用について
３　行政書士記念日事業について
４　平成３０年度制度PRポスターについて
５　日行連ホームページについて
６　月刊日本行政について
７　その他

OSS特別委員会（～１４日）
【協議事項】
１　軽自動車OSSについて
２　継続検査OSSの導入について
３　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３日日
（水（水））

電子申請推進委員会
【協議事項】
１　行政書士電子証明書の発行及び失効
等に関する規則の改正について

２　電子委任状の普及の促進に関する法
律への今後の対応について

３　今期VODコンテンツについて
４　来期事業の検討について
５　その他

総務部会（～１５日）
【協議事項】
１　照会案件の対応について
２　職務上請求書の適正な使用及び取扱
いに関する規則の改正について

３　文書管理システム導入に係る検討に
ついて

４　職印に関する確認事項について
５　平成３０年度行政書士実態調査について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日日
（木（木））
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2017.12/Dec

国際部門渉外相続実務者会議
【協議事項】
１　渉外相続業務に関する事例について
２　日行連への要望と日行連の役割につ
いて

３　渉外相続業務以外の国際業務について
４　国際部門アンケート結果に関する報
告について

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日
（金（金））

申請取次実務研修会（東京）
（受講者４３９名）１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８日日

（月（月））

申請取次行政書士管理委員会
１　申取委員会規則（準則）の改正につ
いて

２　異議申立について
３　その他

登録委員会（～２０日）
【協議事項】
１　行政書士証票に関する規則の一部改
正について

２　総務省行政評価局からの勧告への対
応について（会則の一部改正案につ
いて）

３　行政書士法人の入会・退会について
４　知事処分の行政書士名簿への反映に
ついて

５　行政書士法第７条第２項適用に向け
た具体的措置の取組状況に関するア
ンケート調査集計結果後の対応につ
いて

６　公務員歴による申請に伴う事前の資
格確認案件について

７　抹消留保案件について
【登録審査】
１　審査件数（１１１件）
２　その他

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９日日
（火（火））

法務業務部会
【協議事項】
１　債権法改正対応VOD研修の収録に
ついて

２　法定相続情報証明制度について
３　所有者不明土地問題への対応について
４　空き家問題への対応について
５　ゆうちょ銀行との連携強化について

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００日日
（水（水））

６　行政書士が行う高齢者支援のキャッ
チコピーの募集について

７　成年後見の事業計画に対する提案書
について

８　「行テラス」設置について
９　VOD研修コンテンツ策定の要望に
ついて

正副会長会
【協議事項】
１　常任理事会の合議事項等について
２　特定行政書士業務ガイドラインに関
する要望について

常任理事会
【合議事項】
１　理事会の議案等について
２　会員の裁判に係る対応について
３　監事からの要求文書及び文書開示請
求への対応について

４　所有者不明土地等における所有者特
定および特措法に対する行政書士の
利活用に関する要望書について

５　行政手続きの電子申請率向上に向け
た行政書士の利活用に係る要望書に
ついて

６　外部団体が発行する広報媒体に係る
対応について

７　平成３０年度制度PRポスターについて
８　一般財団法人国土計画協会への入会
について

９　平成３０年新年賀詞交歓会について
準１０ 　文書管理システムの導入について
準１１ 　専門員の登用について
準１２ 　行政書士の行う高齢者支援のキャッ
チコピーの公募について

準１３ 　成年後見制度周辺の業務の取扱いに
ついて

改正行政書士法対応委員会
【協議事項】
１　平成３０年度特定行政書士法定研修に
ついて 

２　特定行政書士PRリーフレットの改
訂の方向性について

３　特定行政書士利活用のための学会に
ついて

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２日日
（金（金））
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　日本行政の発送は、行政書士名簿にある会
員の事務所所在地と当該会員の氏名を表記し
てお届けしています。

◦お届け先に事務所名の表示しかなく、会員
氏名が表示されていないため返送されてく
る事例が多々あります。事務所の入口に会
員氏名を明確に表示されるか、最寄りの郵
便局に事務所内の御本人宛に送付してもら
えるよう届け出を行ってください。
◦事務所所在地に変更があった場合は、速や
かに所属単位会にお届け願います。また、
最寄りの郵便局への転送依頼届けもお忘れ
なく。

　広報部では日本行政が返送されてきた場合、
所属単位会に宛名の調査の依頼を行うととも
に、それが確認されるまで以降の発送を停止
いたします。

◦発送停止の解除は、所属単位会に依頼した
宛名調査の結果に加え、事務所所在地の変
更があった場合には、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される当該会員の変
更登録申請の処理手続の結果により行いま
す。

　事務所所在地に変更がないのに日本行政が
届かなくなった場合は、お早めに日行連事務
局までお問合せください。

◦発送停止期間中のバックナンバーを希望さ
れる場合、在庫管理上、直近発行号を含み最
長６か月までとさせていただきますので、
あらかじめ御了承願います。

　日本行政の正確・迅速な
お届けのため、皆様の御理
解・御協力をよろしくお願
いいたします。

　会員の皆様におかれましては、正月気
分も抜けて本格的に仕事に取り組んでお
られることと存じます。
　さて、昨年１１月に行われました「ゆるキャラグランプ
リ２０１７」において、「ユキマサくん」が大健闘し、行政
書士の知名度アップに貢献したものと喜んでいます。
　ところで、広報媒体には新聞・テレビ・ラジオ・チラ
シ・ポスター等があり、それぞれ有効に機能しているも
のと思っています。
　しかし、私は行政書士一人ひとりが広報マンであると
の思いで仕事をするべきと考えます。
　そのためには、行政書士各人が「業務に必要な知識を
習得し、TPOに合った端正な服装で誠実に業務を行い、
礼儀正しく誠意ある対応をすること」を実践すべきだと
考えています。そうすることにより国民の行政書士に対
する信頼も増し、業務委託も増えるのではないでしょう
か。
　釈迦に説法ではありますが、何とぞ御容赦願います。

会員の動き

広報部員のひとり言
from

EDITORS
　　　　　
（鶴）

◆登録者数（平成２９年１２月末日現在）
４７,１２９名合 計　 　
６,４４６名女４０,６８３名男内 訳　 　
６,０５３名女３９,３０９名男・個人事務所開業
１９５名女９５４名男・行政書士法人社員
１９８名女４２０名男・使用人行政書士

◆異動状況（平成２９年１２月中の処理件数）
１４９名新規登録　合　計
２６名女１２３名男　　　　　内　訳
１４１名登録抹消　合　計
１３名女１２８名男　　　　　内　訳

１２２名　　　　　・廃　業
１９名　　　　　・死　亡
０名　　　　　・その他

◆法人会員（平成２９年１２月末日現在）
７３０法 人 事 務 所 数
４５４・主たる事務所数（行政書士法人数）
２７６・従たる事務所数


